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（原著） 

Chemotherapy for endometrial carcinoma (GOGO-EM1 study): TEC (paclitaxel, epirubicin, and carboplatin) is an effective 

remission-induction and adjuvant therapy 

Egawa-Takata, T.   Ueda, Y.   Kuragaki, C.   Miyake, T.   Miyatake, T.   Fujita, M.   Yoshino, K.   Nakashima, R.   

Okazawa, M.   Tsutsui, T.   Morishige, K.   Kimura, T.   Yamasaki, M.   Nishizaki, T.   Nagamatsu, M.   Ito, K.   Asada, 

M.   Ogita, K.   Wakimoto, A.   Yamamoto, T.   Nishio, Y.   Enomoto, T.  

Cancer Chemother Pharmacol   68:1603-1610,   2011 

 

 

（原著） 

子宮体がん術後の卵巣摘出に伴う骨量減少に対する予防介入臨床試験(中間報告) 

澤田健二郎. 馬淵誠士. 横井 猛. 西尾幸浩. 山本敏也. 伊藤公彦. 森重健一郎. 上浦祥司. 木村 正. 

Osteoporosis Japan    19:493-498,   2011 

 

子宮内膜症あるいは子宮筋腫の GnRH アゴニスト製剤による治療時における加味帰脾湯の更年期症状に対する効果 

久松武志. 澤田健二郎. 馬淵誠士. 横井 猛. 木村 正. 久保田哲. 山下美智子. 佐藤紀子. 高橋良子. 藤谷真

弓. 塩路光徳. 辻江智子. 蒲池圭一. 徳平 厚. 

産婦人科治療   103:507-512,   2011 

 

 

  

（国内） 

婦人科疾患を見逃さないために 

長松正章. 

産業医のために   1.13/'11 貝塚 

 

卵巣の病気とホルモン異常（更年期） 

長松正章. 

市民公開講座   1.22/'11 岸和田 

 

腹腔鏡下子宮体癌手術中に腟パイプにて直腸損傷をきたした一例 

横井 猛. 瀧内 剛. 金山智子. 筒井建紀. 木村 正. 

第 11 回近畿産婦人科内視鏡手術研究会   2.6/'11 大阪 

 

腹腔鏡補助下造腟術（Davydov 変法）の検討 

瀧内 剛. 横井 猛. 金山智子. 筒井建紀. 木村 正. 

第 11 回近畿産婦人科内視鏡手術研究会   2.6/'11 大阪 

 

子宮体癌に対する全腹腔鏡下子宮全摘術の工夫 

横井 猛. 筒井建紀. 木村 正. 

第 33 回日本産婦人科手術学会   2.12-13/'11 岡山 

 

子宮内膜症から発生したと思われる子宮体部明細胞癌の一例 

高橋 恵. 

第 4 回泉州広域母子医療センター症例検討会   3.27/'11 泉佐野 

 

当院における産科出血への外科的対応 

石井貴子. 

第 4 回泉州広域母子医療センター症例検討会   3.27/'11 泉佐野 

 

当院における胎盤遺残の 25 症例 

直居裕和. 

第 4 回泉州広域母子医療センター症例検討会   3.27/'11 泉佐野 

 

邦 論 文 

学   会 

英 論 文 



当院における婦人科腹腔鏡手術例の紹介（TLH の紹介） 

橋本洋之. 

第 4 回泉州広域母子医療センター症例検討会   3.27/'11 泉佐野 

 

子宮体部の明細胞腺癌に対し、術後 TAC 療法が有効であった一例 

高橋 恵. 橋本洋之. 三宅達也. 吉田 晋. 井阪茂之. 長松正章. 

第 124 回近畿産科婦人科学会   6.18-19/'11 和歌山 

 

難治性の外陰部疼痛(vulvodynia)に対して三環系抗うつ薬が著効した一例 

橋本洋之. 高橋 恵. 三宅達也. 吉田 晋. 井阪茂之. 長松正章. 

第 124 回近畿産科婦人科学会   6.18-19/'11 和歌山 

 

卵巣腫瘍との鑑別が困難であった子宮平滑筋肉腫の一例 

三宅達也. 高橋 恵. 吉田 晋. 橋本洋之. 井阪茂之. 長松正章. 

第 124 回近畿産科婦人科学会   6.18-19/'11 和歌山 

 

高度心不全をきたし救命センターで対応した周産期心筋症 2 例 

三宅達也. 直居裕和. 岩永直子. 佐藤 敦. 福井 温. 鹿戸佳代子. 荻田和秀. 

第 47 回日本周産期・新生児医学会   7.10/'11 札幌 

 

虫垂炎合併妊娠の 4 例 

福井 温. 三宅達也. 直居裕和. 岩永直子. 佐藤 敦. 鹿戸佳代子. 荻田和秀. 

第 47 回日本周産期・新生児医学会   7.10/'11 札幌 

 

最新の臨床試験の取り組み 子宮体癌に対する TEC 療法(paclitaxel+epirubicin+carboplatin)の治療成績 

高田友美. 上田 豊. 三宅貴仁. 宮武 崇. 藤田征巳. 吉野 潔. 岡澤美佳. 筒井建紀. 森重健一郎. 木村 正. 

山嵜正人. 西崎孝道. 長松正章. 伊藤公彦. 浅田昌宏. 荻田和秀. 脇本昭憲. 山本敏也. 西尾幸浩. 榎本隆之. 

 第 50 回日本婦人科腫瘍学会   7.22-24/'11 札幌 

 

子宮体部明細胞腺癌 4 期の 2 症例について 

高橋 恵. 橋本洋之. 三宅達也. 吉田 晋. 井阪茂之. 長松正章. 

第 50 回日本婦人科腫瘍学会   7.22-24/'11 札幌 

 

子宮内膜症病変から発症した可能性のある子宮体癌の 2 例 

橋本洋之. 高橋 恵. 三宅達也. 吉田 晋. 井阪茂之. 長松正章. 

第 50 回日本婦人科腫瘍学会   7.22-24/'11 札幌 

 

婦人科悪性腫瘍患者の周術期静脈血栓症(VTE)に関する検討 

森本晶子. 横井 猛. 林 正美. 馬淵誠士. 上田 豊. 澤田健二郎. 吉野 潔. 藤田征巳. 筒井建紀. 榎本隆之. 

木村 正. 

第 50 回日本婦人科腫瘍学会   7.22-24/'11 札幌 

 

周産期救急における意識障害の管理〜脳出血・子癇・PRES などの症例を通じて〜 

三宅達也. 

第 5 回なにわ周産期フォーラム 7.23/'11 堺 

 

早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術の検討 

横井 猛. 小林栄仁. 筒井建紀. 木村 正. 

第 51 回日本産科婦人科内視鏡学会   8.4-6/'11 大阪 

 

腹腔鏡下手術を施行した非交通性副角を伴う単角子宮の 5 症例 

筒井建紀. 横井 猛. 瀧内 剛. 金山智子. 小林栄仁. 木村 正. 

第 51 回日本産科婦人科内視鏡学会   8.4-6/'11 大阪 

 

Carcinosarcoma に対する gemcitabine+docetaxel 療法の有用性 

中川美生. 橋本洋之. 直居裕和. 石井貴子. 釣谷香揚子. 吉田 晋. 三村真由子. 井阪茂之. 荻田和秀. 長松正

章. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

GnRH アゴニスト療法時の更年期障害様症状に対する加味帰脾湯の効果の検討 

久松武志. 横井 猛. 馬淵誠士. 澤田健二郎. 木村 正. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

救命救急センターでの初療を要した産婦人科救急症例に関する検討 



三宅達也. 高橋 恵. 岩永直子. 佐藤 敦. 福井 温. 鹿戸佳代子. 荻田和秀. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

巨大子宮筋腫に対する腟式子宮全摘術に関する検討 

直居裕和. 橋本洋之. 中川美生. 石井貴子. 釣谷香揚子. 吉田 晋. 三村真由子. 井阪茂之. 荻田和秀. 長松正

章. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

子宮体癌に対する傍大動脈リンパ節郭清の意義 

岡澤美佳. 上田 豊. 石井貴子. 高田友美. 木村敏啓. 馬淵誠士. 吉野 潔. 藤田征巳. 上浦祥司. 長松正章.   

榎本隆之. 木村 正. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

市立病院産婦人科統合運用による広域母子医療センター化が地域産婦人科救急搬送に与えた影響 

福井 温. 三宅達也. 高橋 恵. 岩永直子. 佐藤 敦. 鹿戸佳代子. 荻田和秀. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

若年の進行または再発子宮頸癌に対する、paclitaxel、cisplatin、ifosfamide(TIP)療法の有効性について 

橋本洋之. 直居裕和. 中川美生. 石井貴子. 釣谷香揚子. 吉田 晋. 三村真由子. 井阪茂之. 荻田和秀. 長松正

章. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

低置胎盤・前置胎盤における MRI の有用性についての検討 

高橋 恵. 三宅達也. 岩永直子. 佐藤 敦. 福井 温. 鹿戸佳代子. 荻田和秀. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

不育症と先天性血栓性素因に関する遺伝子解析の検討 

根木玲子. 池田智明. 藤田富雄. 藤田太輔. 大道正英. 井阪茂之. 長松正章. 

第 63 回日本産科婦人科学会   8.29-31/'11 大阪 

 

大阪府における周産期救急〜救命センターでの加療を要した周産期救急症例の検討〜 

三宅達也. 

南大阪産婦人科臨床懇話会   9.10/'11 大阪 

 

筋腫核出後生じた子宮内血腫に対して塞栓術を行った症例 

梶本恵津子. 

第 5 回泉州広域母子医療センター症例検討会   9.17/'11 貝塚 

 

産科危機的出血への対応〜ショックバイタルで子宮摘出した症例の検討〜 

徳川睦美. 

第 5 回泉州広域母子医療センター症例検討会   9.17/'11 貝塚 

 

上部消化器症状で発症し、早産後腹腔内膿瘍を来した虫垂炎の一例 

高岡 幸. 

第 5 回泉州広域母子医療センター症例検討会   9.17/'11 貝塚 

 

妊孕性温存に苦慮した子宮頸癌の 3 例 

直居裕和. 

第 5 回泉州広域母子医療センター症例検討会   9.17/'11 貝塚 

 

子宮内膜症による長期に及ぶ左尿管狭窄に対して尿管膀胱新吻合術(Boari 法)を施行した 1 例 

橋本 潔. 大関孝之. 加藤良成. 井口正典. 長松正章. 

第 212 回日本泌尿器科学会 関西地方会   9.18/'11 西宮 

 

子宮体癌に対する傍大動脈リンパ節郭清の意義 

岡澤美佳. 上田 豊. 石井貴子. 高田友美. 木村敏啓. 馬淵誠士. 吉野 潔. 藤田征巳. 上浦祥司. 長松正章. 

榎本隆之. 木村 正. 

第 49 回日本癌治療学会   10.27-29/'11 名古屋 

 

脳梗塞を前兆として卵巣明細胞癌が発見された 2 例 

直居裕和. 橋本洋之. 梶本恵津子. 竹田満寿美. 吉田 晋. 横井 猛. 井坂茂之. 荻田和秀. 長松正章. 

第 49 回日本癌治療学会   10.27-29/'11 名古屋 

 

子宮内膜症に対する内服薬変更の影響 



井坂茂之. 

南大阪エンドメトリオーシス研究会   11.12/'11 堺 

 

分娩直前に経腹超音波にて胎児腸管拡張像を認め、出生後早急に処置しえた一例 

徳川睦美. 高岡 幸. 三宅達也. 佐藤 敦. 福井 温. 鹿戸佳代子. 荻田和秀. 

日本超音波医学会 第 38 回関西地方会   11.12/'11 大阪 

 

 

 


